
6月19日は、ロマンスの日
「大切な人を世界で一番幸せにする日」

【ロマンスの日の取組について】

日本ロマンチスト協会は、ロマンチストという“大切な人を世界で一番幸せにできる人”が増えると、
社会は今よりちょっぴりハッピーになると呼びかけ、新しい価値を創造していくクリエイティブな秘密結社です。

「持続可能な社会づくり」も大事ですが、「大切なパートナーとの持続可能な関係づくり」はもっと大切です。

当協会では、二人の関係にトキメキが甦り、幸せな未来が「永遠」に続くために、
「日常の中の非日常的な演出」を推奨しています。

そこで、2008年より、毎年6月19日を「ロマンスの日」として、老若男女問わず、
日本中の男女が、大切なパートナーとの愛を分かち合い、クリスマス、バレンタインに並ぶ、

国民的記念日として、日本文化に定着していくことを目指します。

「ロマンスの日」推奨アクション

「ロマンスの日」について

幸せを分かち合い、絆を確かめ合う二人の誠実な誓いとして
「真実の愛」の象徴である「青」に「最愛」というメッセージを込めて、

大切な人に“何かひとつ青いもの”を贈る。

「大切な人を世界で一番幸せにする日」
※花嫁が結婚式に“何かひとつ青いもの”を身につけると幸せになれる“Something Blue”のおまじないも、その由縁です。

ロゴマーク

大切な人を幸せにしたいという気持ち、大切な人がそばにいるという安らぎと幸せ
嬉しいことや悲しいこと、楽しいことや辛いこと、二人が時間を重ね、分かち合い、深め合っていく絆、

それら全てに感謝し、愛おしく想う

そういう感覚を、思い切って“最愛”と呼んでみると、ちょっぴりステキで、誇らしい気がしました。
大切な人と“最愛”を分かち合う日があっても良い気がするのです

公式WEBサイト http://japan-romance.com

報道関係各位
2010年5月24日

日本ロマンチスト協会運営事務局

本リリースに関するお問合せ先：日本ロマンチスト協会 事務局
高見 携帯：080-5195-9507 波房 携帯：090-2735-9103

メール： info@japan-romance.com



●東京タワー

▼【ロマンスの日、東京タワーがpresent blueライトアップ】
6月19日（土）「ロマンスの日」、そしてワールドカップ日本代表戦が行われるこの日、
東京タワーのライトアップ「ダイヤモンドヴェール」が青く輝きます。
日本を応援する「プレゼントブルーダイヤモンドヴェール」です。

東京タワーは来年以降も、6月19日「ロマンスの日」は、
プレゼントブルーダイヤモンドヴェールを点灯します。

「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内①

●新宿マルイワン

▼【新宿マルイワンにて、「ロマンスの日」present blueキャンペーンを実施】
「ロマンスマーク認定制度」において、初めての認定店舗である新宿マルイワンでは、
「ロマンスの日」の主旨に賛同し、6月11日（金）～20日（日）までロマンスキャンペーンを展開。

期間中は、店内各ショップに青い商品をとりまとめたギフトコーナーやイベントスペースでの
ロマンチック雑貨の販売など、さまざまな企画が開催されます。

またお客様サービスとして、期間限定のブルーリボンを使用したラッピングや
商品購入したお客様への、日本ロマンチスト協会公認の「ロマンチスト認定証」の
プレゼントなども実施されます。

新宿マルイワン
新宿区新宿3-1-20
電話 03-3354-0105
http://www.0101.co.jp
営業時間 午前11：00～午後9：00（日曜祝日は午後8：30まで）

（丸井各店 アクセサリーコーナーでも実施予定）

●日本ロマンチスト協会とは
地球環境や世界平和も大事ですが、
ロマンチストという“大切な人を世界で一番幸せにできる人”が増えると、
夫婦環境や恋人環境ばかりか、社会全体が豊かになるかもしれない、
ということに気がついたトキメク大人たちがはじめた秘密結社です。
長崎県雲仙市愛野町を「ロマンチストの聖地」として本部を設置し、
2008年5月より活動を開始。2008年6月19日に「ロマンスの日」を制定。
「ジャガイモ畑の中心でロマンスを叫ぶ」、「愛の聖地復興プロジェクト」など、
数々の話題を巻き起こし、活動を拡大中。
現在、クリエイターやアナウンサー、タレント等の放送文化人、
経営者などの財界人を中心に約900名の会員組織として活動中の任意団体



「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内②

●銀座めざマルシェ

▼【プレゼントブルー 6.19 ロマンスの聖地より（仮）】
日本全国、47都道府県の物産品を集めた物産館、銀座めざマルシェにて、ロマンチストの聖地、
長崎県雲仙市「愛のまち」とのタイアップによる、ロマンティックな物産展を展開。
実施期間：6月14日（月）～6月20日（日）

▼【2Fめざマル集（メイン会場）】
★ロマンス儀式「ロマンティックプラクティス」（仮）
①熱量日本一！小浜温泉でお互いの手を清めよう
②聖地の「雲仙ロマンティックスイーツ」で「あーん」を実行して祝福されよう
③島原鉄道愛の駅「最愛認定証授与」
一連の流れで1619円（一生ロマンティック円）
★雲仙小浜温泉「指湯」コーナー
「湯の花」で指湯などによる「香り」を体験してもらい、販売も実施。

★ロマンスポテトつかみどり大会
ロマンスポテトをひとつかみプレゼント（購入者先着限定）

★愛のロマン茶カクテル、ロマン茶（仮）試飲会
新茶とロマン酒のカクテルや、新茶の試飲会実施。

★ロマンスライブ（6月19日 1日2回公演予定）
フリーウェーハイハイ（ロマンス宣教師・長崎出身）

★ロマンス展示／日本ロマンチスト協会の事件簿
※日本ロマンチスト協会の活動の軌跡と、これまでのメディアでの露出展示コーナー（動画含む）。
絵馬を販売し、フェア後は愛の駅に奉納。→パネル展示、映像放映

★ロマンチストの聖地ブランド・雲仙逸品フェア
プレゼントブルーの習慣づけを提案するため、プレゼントブルーのロゴシール貼付して販売。
雲仙ロマンティックスーツ、ロマンスポテト、愛のロマン酒、愛のロマン酎、夫婦愛が守り伝えた雲仙こぶ高菜、
瑞穂の若い夫婦が県内で一番早く収穫した雲仙茶新茶、島原鉄道「愛の記念乗車切符」等、販売予定

▼【12F「めざマル食」（レストラン）】
★日本ロマンチスト協会 トークイベント「ロマンス・ドリンクス」を実施予定
「最愛体質づくりとは？」をテーマに、カリスマ結婚相談アドバイザーを招き、幸せ体質とは何かを、トークセッション。
日時：6月17日（木）19時00分～

●東京ミッドタウン（6月初旬、別途、詳細についてリリース予定）

▼【東京ミッドタウンにて、「ロマンスの日」記念イベント、第1回「Japan Romance Award」を実施】
6月14日（月）18時30分より、東京ミッドタウン、キャノピー・スクエアにて、第1回「Japan Romance Award」を実施します。
本アワードは「ロマンスの日」記念イベントとして、身近で大切な人の幸せを願い、夢見る気持ちに勇気をくれた、
「ロマンス力」溢れる取組や商品・サービス、企業や人物等を称賛し、表彰していく事業です。

●会 場：キャノピー・スクエア
●開催日時：6月14日（月）

18時30分～20時00分



「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内③

●株式会社アイフリーク

▼【デコメ
Ⓡ
のパイオニア（株）アイフリーク ロマンチスト協会公式デコメを展開】

様々な恋愛をデコメで応援してきたアイフリークが、6月19日に向けてオリジナルデコメを展開し配信予定。

●デコメサイト「デココレ」：URL：http://deco-colle.com/

PRESENT BLUE デコメ 絵文字ロマンス宣教師
ざびえるさん

※他にも多数のロマンティックデコメと企画を配信予定！
※「デコメ」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標または商標です。
※問い合わせ先：株式会社アイフリーク https://www.i-freek.co.jp/inquiry/form.php

デコメサイト「デココレ」
QRコード

●株式会社IBJ

▼【結婚情報サービス「ブライダルネット」を中心に、主要サービスにおいてロマンスキャンペーンを開催】
婚活ビジネスのパイオニアである株式会社ＩＢＪは6月を「ロマンス月間」と称し、
「ブライダルネット」「PARTY☆PARTY」等の各種サービスにおいて、結婚業界を代表してロマンスの日を盛り上げます。
ジューンブライドがロマンスの力でより幸せな記念日になるように。

★「6月をロマンス月間と称し、6月中にブライダルネットおよびラウンジメンバーズに入会した方に
ロマンス認定証をプレゼント！」

★「6月19日に銀座さら双樹にてロマンスポテトを使用した特別メニューをご用意。青い物を持参されたお客様に！」

★「6月19日に青い東京タワーを一望できるレストランでイベントを開催！」その他全サービスでロマンスを提供します。

★さらに「6月19日・ロマンスの日」にブライダルネットに入会、IBJイベントに参加された方には・・・特別商品プレゼント」

◆株式会社ＩＢＪ http://www.ibjapan.jp/

◆ブライダルネット http://www.bridalnet.co.jp/

◆ラウンジメンバーズ http://www.loungemembers.com/

◆PARTY☆PARTY http://www.partyparty.jp/

◆銀座さら双樹 http://www.sojyu.jp/

◆コンパdeピアーチェ http://www.pa1.jp/ 等

●ヨドバシカメラ

▼「ヨドバシドットコム内にて「Present Blue」特集の実施」

6月1日より、ヨドバシドットコム内で、「ロマンスの日」に向けて、
真実の愛の象徴である「青い」商品を集めた特集を展開。
ロマンスの日を盛り上げます。
●URL：http://www.yodobashi.com/



「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内④

●環境リレーション研究所

▼【Present Tree×Present Blue キャンペーンを実施】
「大切な人へ、そして大切な地球へ。贈り物に樹を植える新しい習慣」をコンセプトに、
人生の記念日に植樹して森林再生に参加する活動“プレゼント・ツリープロジェクトは、
6月11日（金）～27日（日）まで、メッセージカード、封筒、ラッピングを中心に通常パッケージをBlueで揃える
「ロマンスの日」（PresentBlue）キャンペーンを実施します。

▼サービス利用者のメッセージ事例
本当はすごく嬉しいふたりの門出。
何か、うちらの素敵な始まりを刻めるものを。
そんな想いから私が一番大好きな「木」を贈ります。
この木の年輪に、2人のほろ苦い始まり、
そして成長が刻まれていくといいな。
忘れないでね。この木と共に、この木のように
末永く一緒に生きていこうね。
図太く、やさしく、美しく。そしていつか、一緒にこの木を
インドネシアに見に行こうね。大好きだよ。

●株式会社エクストーン

▼【ロマンス休暇の導入】

日本ロマンチスト協会の理念に基づき、通常の休暇とは別に、最愛のパートナーと極上の1日を過ごすことを目的に、
年に1日、「ロマンス休暇」を申請できるという制度を、2009年6月1日から導入しました。
結婚記念日や交際記念日など、結婚の有無に関わらず、二人の記念日などで利用されることを想定。
規定フォーマットに“手書き”で、「ロマンス予定日」「申請者の氏名」「過ごす相手（ニックネーム可）「申請理由」を
明記して申請してもらい、休暇後に、記念写真を裏面に貼って会社で保管されます。

一年のうち、半分以上の社員が利用してもらえることを目指し、
社員のプライベートの充実を応援します。

◆「株式会社エクストーン」： http://www.xtone.co.jp

ロマンス休暇申請書

ロマンチスト
普及委員会による
申請承認印

植林証明証



「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内⑤

●「ロマンスの日 in 神戸」

▼【地元賛同企業 50社との連携によるPresent blue キャンペーン】
地元飲食店、ホテル等と連携して、「ロマンスの日」、present blue キャンペーンを盛り上げます。
現在、参画企業は50社を超えており、「ロマンスの日」に向けて、今後も参画を募っていきます。
神戸支部 ブログ： http://ameblo.jp/romancekobe/ 

●キャンペーン参画企業一覧
イタリアンレストランクレイド（株式会社栞プロジェクト）、ネットdeかさや、KAMOE/花萌、
（有）岡本家具店かしこいリフォーム.com、（株）ベル、神戸セレクション倶楽部、（株）エフエルエス、
NASCERE ナッシェレ、四宮軒、神戸北野ホテル、レストラン ハイウェイ、神戸ポートピアホテル、
イソワパールギャラリー、（株）TICK-TOCK、神戸マシュマロ浪漫、Ange、エステティックサロン アベゼKOBE、
ラズールダズール、弁当工房あじ天、noanoa、樹理庵、ヴィーノ、ボーテドアクリ、ルースフロール、habit trois、
BAR TRUE BLUE、脱毛専門サロン ラドルチェ、Naii Salon i’s、みなと元町会計事務所、HARBOR DELI、14＋、
Dolce Vita、area3、ハネハネ居酒屋のり吉くん、ハネハネ居酒屋まもるくん、Vanilla Drop、カラーワークス神戸、
KOBE JUICE.com、DAgDART、旬彩ダイニング雅、バリエステ ロータス、天安閣、settsustudio、
イーエスプランニング（株）、チキンジョージ、ステーキハウス神楽、CAFÉ’ buffo（カフェ・ブッフォ）、ユーハイム
樽珈屋（たるこや）、ふらんす食堂グロワール、Pick-Up、餃子レストラン古屋、BAR SAKAI、Bar DYLAN、
三宮センター街1丁目商店街振興組合、ジュエリーショップ WESSELTON、（株）タツミヤ、Bar Blue、VILLA KOBE

▼【相合傘専用アンブレラ「最愛傘」の販売について】
日本ロマンチスト協会神戸支部オリジナル企画商品として、
相合傘専用のアンブレラ「最愛傘（さいあいかさ）」を企画致しました。
横に使えば、相合傘として、縦に使えばベビーカーや車いすにも使えます。
価格：5,040円（税込）、6/5日（土）発売開始

▼【6月4日（金）「ロマンスの日」オープニングパーティー】
ロマンスの日公式イベント「あ～んコンテスト」開催。
「お食い初め」から「ファーストバイト」まで、全幅の信頼と愛情によって為され、
“世界共通のロマンス文化活動”である“あ～ん”というアクション。
大切なパートナーに、たくさんの愛を込めてメッセージと共に、あ～んイベントを実施。
主催：KYKK ／日時：6月4日（金）20：00～23：00
場所：神戸オリエンタルホテル 4F THE TERRACE ROOM

世界で唯一本、
あーん専用スプーン

▼【6月18日（金）「ロマンスの日 in 神戸前夜祭 神戸コネクション】
ファッション・音楽・ロマンスのコラボレーションイベント！
主催：神戸コネクション実行委員会
日時：6月18日（金）21：00～ ／場所：Rough Rare 3階

▼【6月19日（土）「波止場の中心で愛を叫ぶ」（ハトチュー）】
日時：6月19日（土）13時～
神戸のシンボルである波止場の中心で「大切な人を想う気持ちを伝えたい」「最愛の人に感謝の気持ちを届けたい」
「片思いの人に想いを届けたい」、そんな想いを思いっきり叫んでみると、大切なパートナーとの関係が
もっと幸せになるかもしれない、そんな一大社会実験イベントです。

▼【6月19日（土）「ロマンスウォーキング」】
日時：6月19日（土）
6月19日の「ロマンスの日 in 神戸」の「ハトチュー」会場に向けて、最愛の人と一緒に、
オシャレにウォーキングするイベントです。



「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内⑥

●ハウステンボス

▼【 6月1日（火）～6月30日（水）の1ヶ月間、ロマンスの日 present blue キャンペーンを実施 】
ハウステンボスでも「ロマンスの日」の主旨に賛同し、“大切な人との特別なひととき演出のお手伝いをしたい”、
そんな想いから “プレゼント・ブルー”キャンペーンを初展開することとなりました。

▼【期間中、街のシンボルであるドムトールンとスタッドハウスが青く輝く】
【点灯時間】午後6：19（ロマンティック）～午後11:00
※青く輝いて見えるのは日没後です。

▼【2人で食べたい！期間限定メニューが登場】
●Bigなラブラブシュー
直径12ｃｍの大きなハート形のシューに、キルシュ酒風味カスタードと
生クリームがたっぷり。中にはダークスイートチェリーのコンポートを忍ばせています。
ホワイトチョコレートのハートの矢がキュート！
【料金】1,700円（ドリンク２つ付） 【店舗】ユトレヒト地区 カフェデリ プリュ
【時間】9：30～19：30    

●ロマンスポテトとベーコンを使った相性抜群ピザ
ロマンスポテト（長崎県愛野町産じゃがいも）と、相性抜群のベーコンを使ったピッツァ。
見た目にもユニークなハート型のピッツァに、2人の気分も盛り上がります♪
【料金】1,500円（限定15食） 【店舗】ユトレヒト地区 ピノキオ
【時間】11:00～21：00

▼【Blueのグッズを集めたコーナー、ギフトに青いリボンを施すサービス実施】
場内に、Blueのグッズを集めたコーナーを設置し、ギフト包装に青いリボンを添える
など、「ロマンスの日」に大切なパートナーに贈るギフトとしてpresent blue企画を実施。

▼【相合傘（二人用）「最愛傘」を場内各所で販売・貸出】
【販売場所】ロゴグラム
【販売価格】5,040円

Romantic NAGASAKI キャンペーンの実施

●ロマンチストの聖地「長崎県雲仙市愛のまち」

▼【 雲仙ロマンティックスイーツ×present blue】
雲仙市内に点在する「雲仙ロマンティックスイーツ」販売店舗と連携し、
present blueのロゴマークシールを添付したスイーツの販売を行います。

▼【日本ロマンチスト協会名誉本部 島原鉄道「愛の駅」が青くイルミネーションアップ】
6月12日（土）イルミネーションの設置を市民の手で行います。

●夢彩都

▼【夢彩都玄関にプレゼントブルーのオブジェ登場 】
ロマンスの日「present blue」のシンボルとして、夢彩都玄関前にpresent blueオブジェが設置されます

▼地下催事場にて「愛の聖地フェア」開催（10日～13日）
ロマンチストの聖地、雲仙「愛のまち」物産展を行います。

▼【ロマンティックアライアンス「青い光を観る観光」】
ハウステンボス、夢彩都、愛の駅の青いイルミネーションをバックに写メを撮って、
3つの画像を添付して「愛の聖地プロジェクト」のサイトに投稿。コンプリートしたヒトにはロマンチスト認定証をプレゼント。



「ロマンスの日」の主な取組に関するご案内⑦

▼【6月19日（土）あなたに届け愛の唄 ラブソング音楽祭】
北川友紀をはじめとする地元出身のアーティストが愛の唄を披露！｢オムレツ～ふじえだ愛の唄～｣も♪
日時/6月19日（土） PM6：00～9：00 場所/ゲストハウスリッチモンド

▼【6月20日（日）茶畑の中心で愛をさけぶ＝チャバチュー】
かつて数々の愛が生まれた瀬戸谷の茶畑で大切な人に愛や感謝の言葉をさけぶ。
そこには新たな愛の伝説が生まれるはず･･･。
日時/6月20日（日）AM10：00～12：00 場所/藤枝市瀬戸谷地区

▼【6月5日（土）蛍 de デート ほっほっほ～たる、恋】
温泉に浸かった後にバスで蛍を観に出かけよう！体もポカポカ♪心もポカポカ♪2人の愛を灯します。
日時/6月5日（土） PM7：00～8：00 場所/瀬戸谷温泉ゆらく

▼【6月8日、9日、18日、19日、28日、29日 大切な人とスイーツハグ】
ハグマットの上でハグ→お互いの温かさを感じる→写真をパシャリ→500円以上のお買物→粗品贈呈
日時/6月8日、9日、18日、19日、28日、29日… 8と9のつく日）PM5：00～閉店まで
場所/市内スイーツショップ ①和（やわらぎ）②コロリ③長寿庵④長養軒⑤紅家他

▼【6月12日（土） ラブスイーツ大作戦 大切な人とスイーツづくり】
パティシエから学ぶ｢イチゴの生デコレーション｣づくりにお二人でチャレンジ。稲葉公民館スポット講座。
日時/6月12日（土） PM1：30～4：00 場所/藤枝市立稲葉公民館

▼【6月13日（日） 早苗と愛を植える お米と一緒に愛を育てよう】
どろんこの田んぼで童心に戻り綱を張って田植え（むすび2ヶ付）。収穫の秋は五平餅を作り愛の確認。
日時/6月13日（日）AM10：00～12：00 場所/レストランせとやっこ

▼【6月20日（日） 蓮華寺池ジョギングデート】
愛の準備運動の後、蓮華寺池公園外周を手を繋いでジョギング♪
ゲストランナーもお招きします収穫の秋は五平餅を作って、愛の確認。
日時/6月20日（日）AM7：00～8：00 場所/藤枝市蓮華寺池公園

▼【6月20日（日） 座禅 de デート 心鎮めて愛の確認】
座禅→心を鎮め無の世界へ→目を開けた時そこには君が→二人が出会った奇跡を確認
→お茶とスイーツを楽しみながら法話。
日時/6月20日（日）AM8：00～9：30 場所/満蔵寺

▼【 6月27日茶畑デート大作戦 愛を育む濃い恋茶つくり】
愛の聖地で育ったお茶を摘み、摘んだお茶を手もみして、2人だけのお茶を作る愛育成プログラム。
日時/6月27日（日） AM10：00～PM1：00 場所/大久保キャンプ場

▼【6月中 らぶらぶソリ滑り 二人の愛が加速！ソリ滑り】
自然豊かなグラススキー場で、芝のゲレンデを1台のソリに乗り、スピードと愛を加速させるソリ滑り。
日時/期間中全日AM9：00～PM4：00 場所/大久保グラススキー場

▼【6月中 愛のご当地グルメ 愛とロマンス入りのグルメ】
ロマンスの聖地、雲仙市産ジャガイモが入ったせとやコロッケと愛妻家の聖地、嬬恋村産キャベツが入った
おかべ焼そばの特別販売。
日時/期間中全日AM9：00～PM4：00 場所/せとやコロッケ、おかべ焼きそば販売店舗

▼【6月中 愛のカクテル 藤枝ラブストーリー】
市内飲食店で愛のカクテル｢藤枝ラブストーリー｣をご提供します。アイコンのポップが目印です。
日時/期間中全日 場所/藤枝市内の飲食店ご協力店

▼【6月中 告白サポート大作戦】
アナタの告白をサプライズ企画でお手伝いします。普段は言えない感謝のメッセージにもどうぞ♪
日時/期間中全日 場所/市内各所（事前打ち合わせにて決定）

▼【6月5日（土） 合作陶芸デート 二人羽織で愛の合作！】
2人1組で器を作るコンテスト。電動ろくろを使い二人羽織で作品作りにトライ！二人羽織で愛の合作！
日時/6月5日（土） PM3：00～5：00 場所/藤枝市陶芸センター

●藤枝市 「ふじえだデートアプリ」
藤枝は身近で大切な人を幸せにできる街です。
「愛の強化月間の6月」には、たくさんのデートアプリをご用意して感動と思い出作りのお手伝いをします。


